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神戸市東灘区深江浜町27-1
営／9時半～16時
土日祝定休、その他工場休業日（土曜不定休）
P12台

キユーピー神戸工場

工場見学の予約方法
見学無料　※要予約
※原則、2カ月前の第一営業日から1カ月分の予約を受付
2078-411-6015（9時半～12時/13時～16時）
http://www.kewpie.co.jp/know/openkitchen/kobe_01.html
見学所要時間：約90分　
見学時間： ①10時～　②10時半～　③13時半～　④14時～
※マヨネーズコースとドレッシングコースの2コース制。
　見学できるコースは日によって変わります。

　マヨネーズ・ドレッシングの製造工程や、食に関する
知識が楽しく学べる「キユーピー神戸工場」の見学施
設がこの春オープン。 最新の技術を導入したマヨネー
ズやドレッシングの製造ラインを臨場感たっぷりに見
学できる。また、専用のキッチンでは試食や、食の体験
イベントが楽しめる。

この春オープン
キユーピー神戸工場見学ツアー

1.見どころは、マヨ
ネーズラインの真上
に設置された空中
通路「マヨデッキ」。
2.1分間に約400
本のマヨネーズを充
填。
3.野菜や卵に関す
る知識、キユーピー
のものづくりの心や
考え方、歴史などに
ついて学べる展示
スペース。
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予約方法：下記から申し込みを

　淡路島の広大な自然公園の一角に、マンガやアニ
メの世界観が融合した体験型アニメパークがこの夏
登場。人気アニメ「クレヨンしんちゃん」をテーマにし
たアトラクション、夕方以降にはプロジェクションマッ
ピングなどの演出で幻想的に彩られた世界を体感で
きる「ナイトウォーク火の鳥」を楽しむことができる。

兵庫県淡路市楠本2425
営／10時～22時
※施設により異なる
20799-64-7061
http://nijigennomori.com

アニメパーク
ニジゲンノモリ

1.夕方以降限定で、手塚治虫氏原作の「火の
鳥」を題材に、公園内の自然をプロジェクショ
ンマッピング等の技術によって光と音で演出。料 金

● ナイトウォーク火の鳥（19時～22時）　
　大人・・・3,300円　子ども・・・1,200円
● クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク（10時～18時）
　「チャレンジ！ アクション仮面飛行隊！」 ・・・・・1,800円
 　「アッパレ！戦国大冒険！」
　童（わらし）コース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・600円
　足軽コース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,300円
　侍大将コース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,300円
※季節に応じて営業時間の変更あり

至明石

明石海峡公園神戸淡路鳴門
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淡路ハイウェイ
オアシス

明石海峡大橋

自然環境と2次元コンテンツが融合
新感覚アトラクション

2.「チャレンジ！アクション仮面飛行
隊！」巨大水鉄砲をくぐり抜けて滑
空する225mと140mの水上ジッ
プラインや最大高さ約8mもの本格
アスレチックにチャレンジできる。

大阪市中央区大阪城3-1
大阪城公園内　
営／店により異なる　
不定休（店により異なる）
206-6314-6444（代表）
https://www.jo-terrace.jp

JO-TERACE OSAKA
〈ジョー・テラス・オオサカ〉

料 金
● 入場無料

　大阪城公園内にオープンした
「JO-TERACE OSAKA」和モダン
の建物には神戸の人気クレープ店
やビュッフェレストランなどの飲食
店を中心に、テラスやフォトスポッ
トなど、のんびりとくつろげるポイン
トもスタンバイ。秋には旧第四師団
司令部庁舎をリニューアルした複
合型施設「MIRIZA OSAKA-JO」
もオープン予定。

緑の中の城下町を
歩いて食べて楽しんで

カフェやレストラン
など約22の店舗
が集合。
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西の丸庭園
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大阪城ホール

奈良県天理市川原城町803
営／インフォメーション：9時～16時
遊具：9時～17時（夏季は18時まで）　
施設によって異なる
20743-63-1001（天理市役所）
http://cofufun.com

天理駅前広場CoFuFun
〈コフフン〉

料 金
● 入場無料

　天理駅前に、古墳をモチーフに
した「天理駅前広場CoFuFun」が
オープンした。独特なネーミングに
加え、巨大な円状の構造物は強烈
なインパクトを放つ。トランポリン
や滑り台といった遊具や、野外ス
テージ、古墳の中にはカフェレスト
ラン、ショップなど大人も子どもも
楽しめるスポットだ。

不思議なデザインが
目を引く、古墳を
モチーフにした広場

1.トランポリンとして遊べる遊具「ふ
わふわコフン」。滑り台などとして遊べ
る遊具「すりばちコフン」。200人を収
容できる野外ステージ「ステージコフ
ン」など独特な構造物が目を引く。
2.奈良県内でつくられた手土産が並
ぶショップ。定期的にマルシェも開催
される。
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夏はクルマのトラブルが起きやすい季節。この夏のおでかけ前とおでかけ後に実施しておきたい
“車との上手な付き合い方”をカーリフレッシュストア「Smart＋1」の店長・下村さんに教えてもらいました。

　JAFのデータによると、平成28年お盆のロードサービス救援依頼
（一般道路）で一番多かったのは、「過放電バッテリー」。渋滞中にエア
コンなどの電装品を使いすぎるとバッテリー上がりの原因になりま
す。久しぶりに乗ろうと思ったらエンジンがかからないということもあ
るので、ドライブ前にしっかり点検をしましょう。

“クルマの夏バテ”に要注意
 おでかけ前に点検を

　夏は海水浴に行く人も多いと思い
ますが、潮風にさらされたクルマを放
っておくと塗装が剥がれたりサビてし
まうことがあります。おでかけ後、早め
に洗車することがポイントです。また、
遠方へのおでかけでは車内での飲食
の機会が増え、食べこぼしや臭いが気
になります。洗車や車内清掃など、早
めのアフターケアをしましょう。

手洗い洗車を中心に、オイル交換などの日常的なメン
テナンスメニューも行うカーリフレッシュストア。会員
制・予約制だから無駄な待ち時間もなく、商品選びな
ども“スマート”に提供してくれると評判！待ち時間はプ
ライベートラウンジでカフェを楽しめるほか、子どもは
キッズスペースで遊べるのでママにも人気。

おでかけ後は
早めのアフターケアを

おでかけ前の点検でトラブル回避を

車との上手な付き合い方

茨木市西豊川町4-8
営／平日 9時半～18時半
　　土日祝日 9時～18時
　　火曜日定休
2072-641-6337

CAR-REFRESH STORE
Smart+1

万博記念公園駅山田 宇野辺
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せっかくの楽しい
おでかけが、トラブルに
よって残念な思い出になっ
てしまわないよう、事前の
点検やアフターケアを
心がけましょう！

● エンジンオイル点検
劣化したエンジンオイルを使用
し続けると、加速が鈍くなったり
燃費が悪くなるなど、エンジンの
不調の原因になることも。また、
潤滑不良や冷却不良によりエン
ジンが故障し、エンジンがかから
なくなることもあります。

● タイヤ点検
タイヤに傷などが付い
ているとそこから破裂
し、大事故につながる
こともあります。タイヤ
の溝の点検や空気圧
を適正に保つ調整を。

● バッテリー点検
一般的にバッテリーの
寿命は2～3年といわ
れていますが、使用状
況によって劣化具合
が異なります。定期的
に点検・交換を。

● ワイパー点検
強い紫外線などでワ
イパーゴムは劣化し
ます。ゴムが劣化す
ると拭きムラが発生
し雨天時に視界が
悪くなるので、拭きム
ラが出たら交換を。

Smart＋1はこんなお店

予約は専用サイトで いつでもどこでもスマホ予約 ➡
https://yoyaku.autobacs.jp/smart/

もしくは専用予約受付センター
専任スタッフが案内するから安心

0800-111-4089

クーポンコード「CL0801」を下記、専用サイトから入力。または
専用予約受付センターからスタッフまでお申し付けください。

Smart＋1
店長 下村さん

洗車は
月に1回が
目安

手洗い洗車は選べる2メニュー

車内清掃（30分）
軽・コンパクト車…1,500円
普通車…1,800円
ミニバン・RV車…2,100円

8/31（木）まで
※別途年会費540円必要

キッズスペースで遊ぶ子どもたち

ドリンク、パン無料サービス

※新規会員登録及び別途年会費540円が必要です。
※対象は新規会員のみとさせていただきます。

1. コーティング施工車に最適！ 手洗い洗車
2. 雨をはじく！ 手洗い撥水洗車

右記クーポンで
初回無料

このメニューが

［軽自動車・コンパクト車］
軽自動車・アクア・フィット等

会員価格 1,080円 会員価格 1,620円

［普通自動車］
クラウン・プリウス・レガシィ・
フリード等

会員価格 2,160円

［ミニバン・RV車］
セレナ・ヴェルファイア・
ヴォクシー等

施工当日の車の状態から最適なものを提案してくれるので安心！

料金は
同じ

9時半～17時半 年中無休 ※年末年始除く

スマートプラスワン　予約　で検索


